
【10点限り】 10,800円 【15点限り】 21,600円
【 婦人靴 】

【営業時間】午前10時30分～午後7時
最終日は午後3時閉場

〈ラストオーダー：各日終了30分前〉

北の
食べ処

実演

70周年記念 特別提供品1日○・2日○土 日 2日間 ※ご来店の方に限らせていただきます。

いくら醤油漬け 70g

702円

［函館市 / 船岡商店 ］

甘口紅鮭［函館市 / 船岡商店 ］

浜茹で毛がに
〈60点限り／お一人さま2点限り〉

〈60点限り／お一人さま2点限り〉

〈60点限り／お一人さま2点限り〉
1杯

5切

1,080円

1,080円

ざんたれ［札幌市 / ダット］
〈30点限り〉300g 999円

［函館市 / 船岡商店 ］ 味噌漬5点盛

1,080円

［札幌市 / 船岡商店 ］
〈各日20点限り／お一人さま2点限り〉

野菜昆布

［札幌市 / 
  自然村フーズ］

お楽しみ袋
〈30点限り〉

〈各日60点限り〉

3,001円

各1,080円
［遠軽町 / べにや長谷川商店］

十勝の恵みソフトサラミ
1,080円

［池田町/ 十勝池田食品］

〈各日20点限り〉90g×3本

5枚

北海道襟裳産天然日高昆布

北海道道南産天然真昆布
〈14点限り〉

〈19点限り〉

3,240円

3,240円

［利尻町 / 大松］

キャラメルビスケット
〈各日140点限り〉961円

キャラメルアーモンド
〈各日40点限り〉 864円

［千歳空港限定 / グリコキャラメルキッチン］

贅沢生クリーム角食
【100点限り】801円

［千歳市 / もりもと］
塩バタークラウン

【100点限り】1,620円

［ 小樽市 / 小樽洋菓子本舗 ルタオ］
北海道開拓おかき

【100点限り】411円

［砂川市 / 北菓楼］
白いバウム

【100点限り】1,296円

［札幌市 / 石屋製菓］

北海道利尻島産利尻昆布（長切）
3,240円〈14点限り〉1Kg

1Kg

1Kg

1袋／230g

秋の

10月3日（月）まで 7階催物会場

※加工品の素材は北海道以外の素材を使用している場合がございます。 ※毛がにの加工品は毛がにの毛が入る場合がございます。予めご了承ください。

階1

階2

階5

【50点限り】 各7,560円

【400点限り】 756円

1日 土 オープニングサービス

1日 土

3日 月

             〈竹新〉
大分県産未選別しいたけ

100g  【100点限り】 777円

〈アマノフーズ〉美味しい瞬間
みそ汁 10食  【200点限り】 777円

〈北海昆布〉日高昆布
330g  【90点限り】 777円

ちぎり天量り売り 4種よりどり
100g  【各3Kg限り】 184円

国産 黒毛和牛肩ロース肉すき焼き用
100g  【10Kg限り】 698円

777弁当

7種天ぷら盛
【各日30点限り】

【各日１0点限り】
〈柿の葉すし本舗 たなか〉

【1日・2日：各日40点、3日：20点限り】 1,199円

〈ドランク虎〉7種のおかず弁当
【各日10点限り】 777

愛媛をつなげる 愛媛真鯛の
リゾット 1,188円ミルフィーユ オ ショコラ

【20点限り】 2,808円

さくさくキャラメリング
【72点限り】 1,080円

愛媛県・奈良県産 柿／
鳥取県産 梨／青森県産 りんご

各1個  【各100点限り】 各108円

【 青果 ビストロ 】

愛媛県産 里芋
1袋(500g）  【30点限り】 258円

【 青果 ビストロ 】

国産黒毛和牛
ロース肉ステーキ用

【100点限り】 1,080円

【 肉処 壱丁田 】

【 土屋水産 】

【 肉処 壱丁田 】

【 グローサリー 】

【 田中蒲鉾本店 】

かえで弁当

【10点限り】

【 たごさく 】

【 グローサリー 】

【 グローサリー 】

756円

1,080円

7,000円

【30点限り】 3,608円 【30点限り】 1,944円

食品感謝袋

愛育フィッシュ活き
〆真鯛半身
（切身・刺身用柵）
 【各日各20点限り】 各540円

佐賀県産 佐賀牛
もも肉 全品
100g 【80Kg限り】 777円

ばらずし 1折 【各日20点限り】 540円
鯛めし 1折 【各日20点限り】 432円

愛媛県産 しいたけ・えのき
新潟県産 しめじ
福岡県産 まいたけ
各1袋  【各日各30点限り】 各97円

【 青果 ビストロ 】【 土屋水産 】【 肉処 壱丁田 】

【 創壽庵 やまのべ 】
唐揚げ弁当

1折 【各日15点限り】 501円
【 たごさく 】

●丸越 【20点限り】

●フルーツなかむら 【30点限り】

●泉屋 【70点限り】

●ジョイベリー 【30点限り】

●新宿中村屋 【50点限り】

菓遊庵

●上野凮月堂 【70点限り】
●石村萬盛堂 【70点限り】

●ラ・ブランシュ ド・ラ・エ 【30点限り】

●アンジェリーナ 【50点限り】
●ロイスダール 【80点限り】

●本髙砂屋 【30点限り】

●レスポワール 【36点限り】

●神戸凮月堂 【60点限り】 ●ゴンチャロフ 【120点限り】

●モロゾフ 【30点限り】
●ブールミッシュ 【70点限り】

●ジョアン 【100点限り】

●メリー 【50点限り】
●彩果の宝石 【250点限り】
●蕪村菴 【90点限り】

●うつぼ屋 【40点限り】

●一六本舗 【50点限り】

●柑橘王国 【30点限り】

●資生堂パーラー 【10点限り】

●健康ショップエーエフシー 【20点限り】

●フォートナム・アンド・メイソン 
   【10点限り】

ティータイムトートバッグ

〈ゴディバ〉
オリジナルバッグ
チョコレート詰合せ

3,240円

5,400円

●エイトビーズ・カフェ 【10点限り】

●ハマヤ 【10点限り】

●ハマヤ 【50点限り】

●日本ハム 【50点限り】

●ケーファー 【100点限り】

●フロマジュリーピノ 【100点限り】

●キーコーヒー 【10点限り】

2,160円

●中野本舗 【30点限り】

●六時屋 【150点限り】

10月1日（土）からのお取り寄せに注目!! 店内で食べられる限定メニュー

特別限定セット

【創壽庵 やまのべ 】

【特設会場（グローサリー横）】

【 え～けんえひめ 】

海老としその湯葉ギョーザ7本
【各日10点限り】 756円

【 お野菜食堂 SOHSOH 】

【 資生堂パーラー 】
【 ヨックモック 】

【 日本橋 弁松総本店 】

【 メゾンカイザー 】

【 8階 サロンレストラン 】

8bees 
7段ジェラート
【各日20点限り】 

771円

□ 10月1日（土）より限定発売

モア アフタヌーンティー
セット 1,620円
【 2階 アフタヌーンティー・ティールーム 】

70周年特別コース
鮨盛り
【各日10点限り】 2,001円

【 地階食賓館  鮨 小椋 】

秋野菜満喫弁当
1折 【各日10点限り】 1,080円

【 お野菜食堂 SOHSOH 】

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

佐賀県産 佐賀牛肩肉
100g  【10Kg限り】 698円

【 肉処 壱丁田 】

ダブルホワイトロースハム
100g（3～4枚）  【5kg限り】 756円

【 ケーファー 】

ベーコンブロック
1本  【50点限り】 756円

【 デリカーテ 】

たこ飯
1折 【20点限り】 600円

【 創壽庵 やまのべ 】

愛媛県産 長なす
2本  【50点限り】 108円

海鮮丼 1折 【20点限り】 1,080円

【 青果 ビストロ 】

【 土屋水産 】

じゃこ飯
1折 【20点限り】 600円

【 創壽庵 やまのべ 】 ハンバーグ
1個 【50点限り】 363円

【 デリカーテ】

並六
赤飯弁当
白飯弁当

タルト モンジュ

銀座本店の限定品を特別に

2日 日

1日 土 3日 月~

プレミアム焼酎「魔王」入り
芋焼酎飲みくらべセット

フランス金賞受賞赤ワイン10本セット

お
取
り
寄
せ
企
画

【 エイト ビーズ・カフェ 】

〈シャンピー＆オスピス〉
ボーヌ・プルミエクリュ・キュヴェ・シロ・ショドロン 2014
オスピス・ド・ボーヌ 赤、750ml、フランス製 16,200円

日替り日替り

お買得品

日替り

1枚/170g

※お一人さま5点限り

【20点限り】 7,560円

【70点限り】 各7,560円

〈るんびに〉婦人コート各種

【40点限り】 各7,560円

〈アリエス〉選べるロングカーディガン
&カット アンド ソーン

【100点限り】 756円

婦人レッグアイテム
４足セット

婦人靴下5足セット

【100点限り】 756円
婦人傘各種 

70周年感謝袋

7,560円

7,560円

7,560円

婦人カシミヤセーター各種

【サイズ込30点限り】 7,560円
婦人服4点セット

【30点限り】 

7,560円

長袖ニット
セーター・
アンサンブル

紳士エキゾチックレザー
ベルト【50点限り】 7,560円

牛革紳士靴各種

紳士カジュアル3点セット

〈イタリア人気ブランド〉
紳士カジュアル3点セット

〈七福タオル〉バスタオル2枚・フェイスタオル6枚組

〈人気ブランド〉
フェイスタオル10枚組

〈京都西川〉毛布2枚組

パジャマ３点セット日本橋木屋セット

〈和将窯       〉〈雲石窯〉
砥部焼セット

キッチン雑貨特別セット各種

【 ファッションパーツ 】

【 ステージ 上りエスカレーター横 】

【 上りエスカレーター前 】

【 下りエスカレーター前 】
【 紳士靴 】

【 上りエスカレーター前 】

【 下りエスカレーター前 】

【 バジエ 】

【チャーミングテラス】

【 るんびに 】

【 キッチン雑貨 】

【 タオル 】

【 ホームウエア 】

【 寝装品 】

【 キッチン雑貨 】

均一セール

1本

階3

階4

【サイズ込10点限り】 7,560円
【サイズ込20点限り】 7,560円

【10点限り】 7,560円

【50点限り】 3,240円

【30点限り】 7,560円

【10点限り】 7,001円

【20点限り】 7,560円
【各7点限り】 各10,800円

〈各日50点限り〉601円
味付うずら卵
［室蘭市 / 室蘭うずら園］

300g

ポーションゼリーミックス
〈各日20点限り〉1,620円

［札幌市 / ノースサンクチュアリ］
旭山動物園アニマル人形焼

999円

［函館市 / フェローハウス］

〈各日50点限り〉

〈各日50点限り〉

1,080円

生いか塩辛
［函館市 / 布目］ 

〈各日20点限り〉1,080円
北海道産 真いかスルメ

［帯広市 / 
  宇野フーズ］

90g〈各日50点限り〉

648円

1,000円均一弁当
※ご来店の方に限らせていただきます。
※整理券を配布する場合がございます。

大人気

小
さ

めだけど大

満
足
!!

大人気

小
さ

めだけど大

満
足
!!

［札幌市 / 多聞天］
海鮮ミニちらし

［中川町 / 道の駅なかがわ］
道産牛ミニステーキ弁当

ローストビーフかに弁当
［稚内市 / 稚内駅立売］

朝市海鮮ちらし

北海道道南産
がごめとろろ昆布

32個 1袋／30個

〈各日50点限り〉

まるごとコロッケとメンチカツのセット
えび・かに・ほたて・函館メンチカツ×各1

［函館市 / マルヒロ太田食品］

1,080円

天然真根昆布 1等検
300g

［帯広市 / 宇野フーズ］

1,296円

北海道道南産

〈各日30点限り〉

10月1日土 1日限り

10月
ラスト
3日間の
限定メニュー

［札幌市 / 札幌  三代目 月見軒］

生本マグロづくし
握り8貫  【20点限り】 1,080円

1日 土 2日 日

70年間の感謝を込めて 各階感謝セール 1日 土
午前10時
スタート!!

50点
限り

30点
限り

3,001円70点
限り

いもたき・なす田楽
いずれも1パック 【各10点限り】 501円

【 創壽庵 やまのべ 】

サラダ・揚げ物【デリカーテ 】

〈自店通常価格より〉 2割引
全品

プラス1個

〈ドランク虎〉からあげ
【 え～けんえひめ 】

ミニオードブルセット
【 ケーファー 】

ウインナーフランクセットプティパンセット 7個入
【各日20点限り】  777円

【 ジョアン 】

 【200点限り】 7,560円
 【72点限り】 7,560円

赤×10、各750ml、フランス製

オススメ!!

抹茶のバウムクーヘン
【 ユーハイム 】

1個 【各日15点限り】

組合せ自由

ロング
カーディガン

4色

カット アンド
ソーン
15色

※記載のない商品はいずれも素材・原産国各種

芋焼酎好き必見!!プレミアム焼酎
が入った限定セット。

魔王/25度・樵30/30度・風憚/25度（各720ml）
×各1、赤霧島/25度・茜霧島/25度・
赤うみがめ/25度（各900ml）×各1

偉大なるブルゴーニュ
ワインのチャリティー
オークション「オスピス・ド・
ボーヌ」で、松山三越が落札。

歴史あるワイナリーの
醸造家の元で熟成された
至福の1本

5本

12個

天然真鯛1尾まるごと姿盛り・寿司
セット 1パック  【5点限り】 1,000円

【 土屋水産 】

山田屋まんじゅう
【 山田屋 】

※写真は一例です。

※写真はいずれも一例です。

クロコダイル・オストリッチ

パジャマ×2、ベスト×1

ポリエステル100%、中国製

フェイスタオル3枚組
【50点限り】 756円 綿100%

綿100%、日本製

綿100%

磁器、日本製

70周年記念限定
松山三越オリジナル

三笠山（オリジナル焼印）
1個 【300点限り】 119円

【 和菓子 文明堂総本店 】

7にちなんだ 期間限定特別企画

柿の葉すし7種入り

777円

777円

777円

ビタクラフト/5点セット 【2点限り】

フィスラー/7点セット 【6点限り】ル・クルーゼ/7点セット 【3点限り】

WMF/7点セット 【2点限り】

各75,600円

5個

六花撰 9個入
【100点限り】1,261円

［ 帯広市 / 六花亭 ］

1個

8枚

8枚

1袋

【50点限り】 486円1個

 1,080円
 1,242円

2段1折

辛みそバターコーンラーメン

自慢の味噌だれに
特製の辛味噌を加えた辛旨スープ。

1杯1,080円【各日20点限り】

最終日は
午後4時閉場

ラ・カーヴより感謝を込めて

実演

M・Lサイズ

M・Lサイズ

M・L・LLサイズ

後援：北海道、愛媛県、松山市、松山商工会議所、愛媛新聞社、南海放送、テレビ愛媛
       あいテレビ、愛媛朝日テレビ、愛媛CATV、FM愛媛

［札幌市 / 札幌らっきょ］
十勝の大自然で育てた豚を使ったカレーです。

1杯 1,620円【各日20点限り】

北海道十勝産どろ豚角煮スープカレー

「松山三越初登場の
味」

「辛さとバターが後
引く美味さ」

婦人靴 2足セット婦人靴 2足セット

エミュミネトンカ

写真の品

1パック  【8点限り】 501円

うす切り

さば・さけ・たいに、えび・さんま・さわら・
山菜ちりめん山椒を加えた7種類の
柿の葉すしをご賞味いただけます。

1日 土 3日 月~

 777円

1パック 【各日20点限り】 

1パック 【各日20点限り】 

10貫、赤だし付

10月1日は
「コーヒーの日」

各1パック 

【ハマヤ】【キーコーヒー】

コーヒー豆各種 30%増量 ※一部除外品がございます。

（冷凍）

1日 土 2日 日 3日 月 限り

1日 土 2日 日 3日 月

□ 10月1日（土）～31日（月）

こちらのメニューは
下記のレストランでも期間限定で
お召しあがりいただけます。
愛媛県美術館「レストラン三越」
新居浜カントリー倶楽部 レストラン
松山ゴルフ倶楽部 レストラン
大洲ゴルフ倶楽部 レストラン

スイーツセットが
グレードアップ

ご注文を承って
から握ります

〈午前11時より販売〉

円

1日 土
1日 土

1日 土・6日 木 6日 木

4日 火

【各100点限り】

1,296円

〈午後0時30分より販売〉

10%増量 10月1日（土）
特別試飲販売会開催

1折

756円

1セット

6個（化粧箱入）

【30点限り】 778円

2階

午後2時からのメニュー

1日 土 ～ 4日 火

国産ちりめん
山盛

【 中辰 】

1マス 540円

松山三越限定セット

アフタヌーンティー・
ティールーム

10月4日は「イワシの日」

ベビー母恵夢 秋栗 1割引【母恵夢】

［函館市 / 函館朝市すずや食堂］

自店通常
価格より

お一人さま各2点限り/各日各50点限り

70周年限定品が登場
!!

70周年限定品が登場
!!

※いずれも写真はイメージです。 調理や盛りつけの一例としてご紹介している場合がございます。   ※記載の価格は消費税を含む総額にて表示いたしております。   ※掲載の商品は数量に限りがございますので品切れの節はご容赦ください。  ※天候や交通事情により入荷遅れまたは、入荷できない場合がございますので予めご了承ください。   ※状況により整理券を配布する場合がございます。


